
未来の先生へ (夢を追い求めて) 

学校法人みくに学園 

認定こども園みくに学園 （柏駅徒歩２分） 

認定こども園みくになかよしこども園 

                （柏たなか駅徒歩７分） 

 
info@mikuni-kids.jp    04-7145-2843 

求人用パンフレットです。求人票もぜひ、ご覧ください。 

一度見学にきて、雰囲気を感じてください。 

mailto:info@mikuni-kids.jp


≪建学の心 教育・保育方針≫ 

みくに学園は柏市で初めての幼稚園として昭和３０年に誕生しました。創設者は気

象界の先駆者であり、気象大学校の学長を務めた後、みくに幼稚園を創設しました。

科学者であり教育者でもあったため、幼児たちに考える力、科学的思考力をつけたい

との願いと、当時の柏市長鈴木悦三氏の熱心な勧めの基に設立された、柏市で最初

の幼稚園です。そして現在認定こども園として子ども達、一人一人の個性を大切にし

て日々の教育に当たっています。 

 

みくに学園の教育は３つの思想を根底にしています。 

① 幼稚園創設者、19世紀ドイツのフレーベルによる『人間の教育』に現される思想。 

② 同じく 19 世紀イタリアの女医マリア･モンテッソーリが提唱した、子どもの自発

性や可能性を伸ばすための教育思想。 

③ 大脳生理学の成果を踏まえ幼児教育分野に導入された教育思想。 

  

自分たちで作くりあげた木製遊具で遊ぶ 指編みでマフラーを作った子どもたち 

自分で選択し、判断行動していく子どもの育成をめざしています 

 

 こどもたちの内的生命力を大切にします 

 子どもの心の中には、今自分にとって必要な行動に没入し、自分を成長させていこう

とする内的生命力を本来持っています。このような子どもの可能性を実現させるために

は各々の発達段階に合致した教育活動が必要です。最適時機の最適活動こそが真

に子どもの心の糧になるのです。そのための教育的配慮をしています。 

自分の力でその活動に取り組んでいき、どの子も自分の力を伸ばし、心の中から開

放され、素晴らしい大人へとなるための人格形成をしているのです。 

 み く に 学 園 は     ０～５歳児 ２３０名定員です。 

 みくになかよしこども園は １～５歳児 １２０名定員です。 



 

 

みくに学園のあゆみ 昭和３０年から平成２９年まで 
昭和３０年 柏市で初めて、千葉県で４７番目の幼稚園として創立 

  ３１年 園長杉山一之、柏市教育委員になる 

  ３２年 この頃、保育料月額８００円 紙芝居一部３００円 

  ３３年 保護者が南極観測に参加、直接話しを聞き園児たちも探検に夢中 

  ３４年 『考える』問答形式の科学の話がはじまる 

  ３５年 運動会会場、気象大学校 ３６年 交通事情悪化、痛ましい犠牲者 

  ３７年 年長組の遠足 渋谷のプラネタリュウムと羽田飛行場 

  ３８年 どんな子どもに育てたいか、父母のアンケート一位は明朗な子 

  ３９年 豊四季団地ができ、１１クラスに ４０年 卒園生１０００名を超える 

  ４１年 園長、ＯＭＥＰ国際会議（パリ）に参加 

  ４２年 静岡県伊豆吉奈温泉２泊３日の年長組宿泊保育はじまる 

  ４３年 ３年保育、本格的にはじまる ４４年 バザー初回、卒園生２０００名 

  ４５年 園長、教育に対する貢献により勲三等瑞宝章叙勲 

  ４６年 ４階建て園舎完成、園児たち屋上より毎日富士山を眺める 

  ４７年 全国的幼児教育振興運動を創設 ４８年 卒園生、３０００名を超える 

  ４９年 英語教育はじまる  ５０年 園長の話 生命、生きているもの 

  ５１年 年長、造形活動はじまる  ５２年 卒園生、みくに幼稚園教諭になる 

  ５３年 園長が杉山敦子に代わる      ５４年 卒園生の二世入園 

  ５５年 卒園生、４０００名を超える    ５６年 初代園長、杉山一之死去 

  ５７年 銀杏の実、はじめて３０個実る ５８年 芋ほりは電車で北柏まで 

  ５９年 卒園生、みくに幼稚園園医になる６０年 虫歯がない子、園児の２５％ 

  ６１年 教諭２名、家族の転勤でアメリカへ 国際化時代の到来 

  ６２年 卒園生、５０００名を超える ６３年 虫歯がない子、園児の４０％に 

平成 元年 卒園生麒麟児、引退して北陣親方になる 

   ２年 自主活動に重点を置く。銀杏の実８０００個、園児に分配 

   ３年 園長、柏市の幼稚園協会会長と共に千葉県の会長就任 

   ４年 全国研究大会で教材製作２度目の受賞 

   ５年 中国、アメリカなど各国より見学に ６年 手賀の丘宿泊保育はじまる 

   ７年 園長、全国の研究部長に      ８年 卒園生、６千名を超える 

   ９年 元職員に三つ子誕生、今までに職員に双子は三組。吉奈温泉の効果か 

  １０年 全国大会で講演、研究発表など各教職員大活躍 

  １１年 縦割り保育本格的にはじまる 

１２年 クラス数、４クラスに １３年 体操講師招聘 運動能力向上を目指す 

  １４年 園長杉山智にかわる １５年 園舎耐震補強完了ソニー科学賞優良賞 

  １６年 創立 50周年を祝う  １７年 9クラスになる ソニー科学賞受賞   

１８年 こども支援 NPO設立へ ソニー特別賞受賞 １９年 10クラスになる 

２０年 ソニー科学教育研修大会開催 ２１年全国私立幼稚園連盟理事長就任  

２２年 みくに幼稚園が実施していた運動能力調査が柏市内全園に普及 

２３年 東日本大震災を受け、耐震補強、除染を実施 

２４年 いちょう組(預かり保育)毎日平均６０名を超える 

２５年 耐震対策の為旧園舎改築 ２６年学校法人となり公共性、永続性を強化  

２７年 園長 細井典子へ 幼保連携型認定こども園に移行 

２８年 理事長 杉山 喜之に ２９年 みくになかよしこども園開設へ 



 

なぜ、みくに学園がよいのですか？ 

それは、先生を大事にしているからです！ 

◎ 求人票をチェックしてください。 

ほとんどの園で賞与は基本給×月数となっています。 

わが園では基本給を高くして賞与の額も低くならないようにしています。 

 

◎ 退職者は？ 

今年は１名で、昨年は２名でした。結婚による引越しのためです。 

現在７割の職員が既婚者です。 

 

◎ 勤務体制は？ 

１日８時間、週４０時間(場合によってはシフト制)です。 

 

◎ なぜ、多数の募集をしているのですか？ 

新園ができるからです。これは、柏市の公募事業で、みくに学園の長年の教

育・保育が評価を得ての事です。TX柏たなか駅から徒歩７分です。 

１～５歳児、定員１２０名の幼保連携型認定こども園です。 

 

 
 

◎ 資格は要りますか？ 

はい、保育士資格と幼稚園教諭免許が必要となります。片方の方は資格取得

制度があります。 

 

◎ 柏市の処遇改善は受けられますか？ 

はい、処遇改善手当や家賃借り上げ補助などが受けられます。 

 

なかよし園 

予定地 



◎ 保育と教育とどちらか迷っています。 

保育の仕事も幼稚園の仕事もどちらも選べるのが認定こども園です。 

途中で変更も可能です。貴女のもっている可能性を花開かせてみましょう。 

 

すこやかに寝ている０歳児     いちご狩りを楽しむ５歳児 

 

◎ 園の雰囲気はどんなですか？ 

皆、和気あいあいです。当園で実習をした学生さんが多数就職しています。 

みんな、笑顔でおしごとしていますよ。 

 

◎ なぜ、面接だけなのですか？ 

一度、気楽に見学に来てください。一緒に子どものためにお仕事をしたいと

いう、思いを知りたいのです。だから就職試験は面接だけなのです。緊張し

ないで、皆さんの思いを教えてください。（大きな声では言えませんが、私

も苦手なものがあります。でも、それを補う良さも誰にでもあるはずです） 

 

◎ 新人なので不安があります。 

  そうですよね。だから、ベテランや経験あるパートの方にお手伝いをしても

らいながら、子ども達の成長を援助していく体制を取っています。 

 

 



 
今年の７月 越後湯沢にて     ６月 ０～２歳児の誕生会にて 

 
新任の先生のパネルシアター    ２歳児の粘土遊び 

頑張ってね！           楽しそうですね。 

 

主な出身校 

大妻女子大、東京家政大・短大、東京聖徳大・短大、淑徳大、保育専門学校 

十文字大、川村女子大、玉川大、道灌山保育専門学校、東京未来大学、青山女子

短大、千葉大、日本女子大、土浦女子短大、千葉経済短大 等 

 

認定こども園って何ですか？ 

ワークライフバラスで仕事をしていても、出産等で仕事を離れても、家事や育児

に専念していても、どのようなご家庭のお子さんでもそれに対応する教育・保育

が受けられる制度です。先生は保育教諭と呼ばれ優遇措置も多数あります。 

仕事面での良さはありますか？ 

そうです。法人にもよりますが、労働環境の良さとやりがいのある仕事でしょうか。 

われわれは、チームワークを大切にします。 



新人はベテランや同じ年齢の職員と一緒にお仕事をする中でたくさんの事を学

んでいきます。 

 

認定こども園みくに学園で一緒にお仕事をして 

子供たちの成長を援助しましょう 園長より 

我々の願いは、子どもたちの健全な成長です 
あなたの情熱とエネルギーを子どもたちが待っています。 
求める人材 誠実であり、子どものために奉仕できる人 
      自らも成長しようと願う人です。 

我が園の自慢、それは「先生」です。ダイヤモンドはダイヤモンドで磨かれる

ように、人は人で磨かれると言います。子ども達が宝であるならば、磨く教師も

宝でなくてはなりません。 

  子ども達は、同学年の友達とはもちろんのこと、異年齢の友達とも互いにい

い影響を与え合っています。年上の子は年下の子のお世話をしようという思い

やりが芽生えます。年下の子は年上の子への憧れを抱きます。それがまるで伝統

のように毎年、子ども達の中に生まれ、成長を助長します。そして、磨き合う子

ども達を見て教師は嬉しく、更に気が引き締まります。 

 磨き合う宝がたくさん集まる我が園は今年度で６３周年を迎えました。これ

からも、宝である子ども達を大切にする園として、さらに成長していきます。 

 

 

「せんせい！」と呼ばれる責任と喜び、６３年の歴史の中で培われています 

手のぬくもりに優しさを感じて、さまざまな経験を友達と共有して成長します 

 



園の主な行事 

1 学期 

 ４月 入園式 家庭訪問 

 ５月 全園遠足 農業体験 動物園見学 

 ６月 参観日 手賀の丘宿泊保育  

 ７月 プール遊び  湯沢宿泊保育 

 ８月 夏祭り参加 同窓会 

2 学期 

 ９月 避難訓練 水族園遠足  

１０月 運動会  おみせやさんごっこ 

１１月 七五三  ディズニーコンサート 

１２月 クリスマス会 もちつき   

3 学期           

 １月 郵便ごっこ 年長木工製作 

 ２月 作品展 おわかれ遠足 

 ３月 年中博物館見学 卒業式 


